
個人向けモデル 法人及び教育機関向けモデル
C101PA-RK3399 C101PA-FS002

CPU名
動作周波数
キャッシュメモリ
標準 ※2 2GB 4GB
仕様
液晶ディスプレイ
表面仕様
解像度
タッチパネル
グラフィックス機能
外部ディスプレイ出力 ※3

記憶装置 eMMC ※4
スピーカー
マイク

無線LAN ※5
Bluetooth®機能
キーボード
ポインティングデバイス
外部ディスプレイ出力
USBポート
カードリーダー
オーディオ ※7

本体カラー シルバー

シリーズ名 ASUS Chromebook シリーズ
製品名 ASUS Chromebook Flip C101PA

型番

OS ※1 Chrome OS

CPU
OP1 Hexa-core (Dual A72, Quad A53)

2.0GHz
1.5MB

メインメモリ LPDDR3-1866

表示機能

10.1型ワイドTFTカラー液晶
グレア

1,280×800ドット (WXGA)
搭載

Mali-T864
最大3,840×2,160ドット

78キー日本語キーボード
マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン

16GB
サウンド機能 ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)

デジタルマイク内蔵
Webカメラ 92万画素Webカメラ内蔵

質量 約900g

バッテリー駆動時間 ※8 約9時間
バッテリー充電時間 約2.6時間
消費電力 最大約33W

モデル

エネルギー消費効率 (2011年度基準) S区分 0.076 (AA)
サイズ (突起部除く) 幅262.8mm×奥行き182.4mm×高さ15.6mm

インターフェー
ス

-
USB3.1(Type-C)×2 ※6、USB2.0×1

microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード
マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

電源 ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (2セル)

通信機能 IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® 4.0

入力機能

保証期間
本体：購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証

バッテリーおよびACアダプター：購入日より12ヵ月間の日本国内保証
液晶ディスプレイ：購入日より30日間のZBD日本国内保証 ※9

主な付属品 ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
※2. メモリの増設や交換はサポートしておりません。予めご了承ください。
※3. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
※4. システム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
※5. IEEE 802.11a/n/acは、5GHz帯をサポートしています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限ります。
※6. データ転送と映像出力、本機への充電をサポートしています。データの転送や映像の出力をされる場合は、対応するデバイスを用意してください。
※7. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものをご使用ください。
※8. バッテリー駆動時間は、Googleの制定した測定方法にて算出した値となります。
※9. 液晶ディスプレイに常時点灯ドットが存在した場合に無償で液晶ディスプレイを交換するサービスです。



個人向けモデル 法人及び教育機関向けモデル
C213NA-N3350 C213NA-BW0045

CPU名
動作周波数
キャッシュメモリ
標準 ※2
仕様
液晶ディスプレイ
表面仕様 ノングレア グレア
解像度
タッチパネル
グラフィックス機能
外部ディスプレイ出力 ※3

記憶装置 eMMC ※4
スピーカー
マイク

無線LAN ※7
Bluetooth®機能
キーボード
ポインティングデバイス
外部ディスプレイ出力
USBポート
カードリーダー
オーディオ ※9

幅307mm×奥行き199mm×高さ20.65mm 幅307mm×奥行き199mm×高さ20.9mm
約1.26kg 約1.36kg

ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、
スタイラスペン

本体カラー ダークグレー

シリーズ名 ASUS Chromebook シリーズ
製品名 ASUS Chromebook Flip C213NA

型番

OS ※1 Chrome OS

CPU
インテル® Celeron® プロセッサー N3350

1.10GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応：最大2.40GHｚ)
2MB

メインメモリ 4GB
LPDDR4-2400

表示機能

11.6型ワイドTFTカラー液晶

1,366×768ドット (WXGA)
搭載

インテル® HD グラフィックス 500 (CPU内蔵)
最大3,840×2,160ドット

32GB
サウンド機能 ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)

アレイマイク×2 内蔵 ※5

Webカメラ ※6 インカメラ　92万画素Webカメラ内蔵
アウトカメラ　503万画素Webカメラ内蔵

通信機能 IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® 4.0

入力機能 78キー日本語キーボード
マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン

-
USB3.1(Type-C)×2 ※8、USB3.0×2

microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード
マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

電源 ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (4セル)

主な付属品

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
※2. メモリの増設や交換はサポートしておりません。予めご了承ください。
※3. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
※4. システム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
※5. アレイマイクを2つ搭載していますが、同時の使用は不可で、ご使用の状況に合わせて自動的に一方のアレイマイクが有効になります。
※6. インカメラはディスプレイ上部、アウトカメラはキーボード上部に配置されています。
※7. IEEE 802.11a/n/acは、5GHz帯をサポートしています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限ります。
※8. データ転送と映像出力、本機への充電をサポートしています。データの転送や映像の出力をされる場合は、対応するデバイスを用意してください。
※9. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものをご使用ください。
※10. バッテリー駆動時間は、Googleの制定した測定方法にて算出した値となります。
※11. 液晶ディスプレイに常時点灯ドットが存在した場合に無償で液晶ディスプレイを交換するサービスです。

モデル

エネルギー消費効率 (2011年度基準) S区分 0.027 (AAA)
サイズ (突起部除く)
質量

保証期間
本体：購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証

バッテリーおよびACアダプター：購入日より12ヵ月間の日本国内保証
液晶ディスプレイ：購入日より30日間のZBD日本国内保証 ※11

バッテリー駆動時間 ※10 約12時間
バッテリー充電時間 約4.0時間
消費電力 最大約45W

インターフェー
ス



個人向けモデル 法人及び教育機関向けモデル
C302CA-F6Y30 C302CA-GU009

CPU名
動作周波数
キャッシュメモリ
標準 ※2 4GB 8GB
仕様
液晶ディスプレイ
表面仕様
解像度
タッチパネル
グラフィックス機能
外部ディスプレイ出力 ※3

記憶装置 eMMC ※4 64GB 32GB
スピーカー
マイク

無線LAN ※5
Bluetooth®機能
キーボード
ポインティングデバイス
外部ディスプレイ出力
USBポート
カードリーダー
オーディオ ※7

R区分 AAA (0.018) N区分 AAA (0.018)

シリーズ名 ASUS Chromebook シリーズ

microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード
マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1

ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (2セル)

インテル® スマート・キャッシュ 4MB

LPDDR3-1866

搭載

12.5型ワイドTFTカラー液晶
グレア

1,920×1,080ドット (フルHD)

ASUS Chromebook Flip C302CA

シルバー
Chrome OS

インテル® Core™ m3-6Y30 プロセッサー
900MHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大2.2GHｚ)

幅304.4mm×奥行き210.2mm×高さ13.7mm
約1.2kg

約10.2時間
約2.6時間

インテル® HD グラフィックス 515 (CPU内蔵)

本体：購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証
バッテリーおよびACアダプター：購入日より12ヵ月間の日本国内保証
液晶ディスプレイ：購入日より30日間のZBD日本国内保証 ※9

ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
※2. メモリの増設や交換はサポートしておりません。予めご了承ください。
※3. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
※4. システム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
※5. IEEE 802.11a/n/acは、5GHz帯をサポートしています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限ります。
※6. データ転送と映像出力、本機への充電をサポートしています。データの転送や映像の出力をされる場合は、
　　　 対応するデバイスを用意してください。
※7. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものをご使用ください。
※8. バッテリー駆動時間は、Googleの制定した測定方法にて算出した値となります。
※9. 液晶ディスプレイに常時点灯ドットが存在した場合に無償で液晶ディスプレイを交換するサービスです。

最大約45W

最大3,840×2,160ドット

ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)

92万画素Webカメラ内蔵
アレイマイク内蔵

IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® 4.0

マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン
78キー日本語キーボード (イルミネートキーボード)

-
USB3.1(Type-C)×2 ※6

主な付属品

エネルギー消費効率 (2011年度基準)
サイズ (突起部除く)
質量

保証期間

消費電力

メインメモリ

表示機能

サウンド機能
Webカメラ

入力機能

インターフェー
ス

電源
バッテリー駆動時間 ※8
バッテリー充電時間

通信機能

製品名

型番
本体カラー
OS ※1

CPU

モデル
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